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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期第2四半期 51,213 5.9 1,521 ― 1,549 ― 1,677 ―

23年12月期第2四半期 48,353 △17.2 △236 ― △207 ― △588 ―

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 1,727百万円 （―％） 23年12月期第2四半期 △568百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年12月期第2四半期 37.57 ―

23年12月期第2四半期 △13.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 98,069 27,994 28.3
23年12月期 91,583 26,717 28.6

（参考） 自己資本  24年12月期第2四半期  27,752百万円 23年12月期  26,183百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年12月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

24年12月期 ― 0.00

24年12月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 101,000 △2.6 1,400 141.8 1,200 139.5 1,000 ― 22.40



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （注）当第２四半期連結会計期間より、減価償却の方法を変更しており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合」に該当
しております。詳細は、添付資料２ページの「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー対象外ですが、この四半期決算短信開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期レ
ビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期2Q 44,940,557 株 23年12月期 44,940,557 株

② 期末自己株式数 24年12月期2Q 303,037 株 23年12月期 300,805 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 44,639,156 株 23年12月期2Q 44,641,737 株



（注）平成24年２月10日公表時と、変更はありません。  

（参考） 平成24年12月期の個別業績予想(平成24年１月１日～平成24年12月31日)

（％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
一株当たり

当期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 50,000 △12.2 200 － 100 － 100 － 2.24
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における業績は、不動産事業売上高の減少を工事売上の増加により補い、売上高全体

では前年同期比で28億円余の増加となりました。建設事業は、市場構成が新築工事から改修工事へと変化する中、

個々の工事の進捗が速まっており、従来に比して売上高が増加する傾向にあります。一方、利益面では、施工中の

工事採算悪化を防ぐための徹底した管理を行った結果、利益率の安定化が図られ、売上総利益は前年同期を大きく

上回りました。また、貸倒実績率の低下による引当金の戻入、一般管理費及び金融費用圧縮などの経費削減効果か

ら営業利益、経常利益共に、黒字化を達成しております。さらに、負ののれんの発生益を特別利益に計上したこと

などから、四半期純利益は16億円余となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における資産の状況につきましては、売掛金債権の回収及び月次の下請負代金等の

支払に備え、現金預金が前連結会計年度末に比べ、101億円余増加した一方、負債の部では、支払手形・工事未払

金等は57億円余増加しております。また、継続して、有利子負債の削減に取り組んでおり、前連結会計年度末から

借入金は、39億円余減少しております。純資産につきましては、四半期純利益の計上などにより12億円余増加しま

した。 

②キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、事業採算性の向上、売掛債権の回収が進んだ

ものの、当第２四半期連結累計期間の受注量の回復により、手持工事高の水準が高まりつつあるため、仕入債務が

増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ19億円余の増加に留まり、144億円余のプラスと

なりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、賃貸用の有形固定資産の新規取得や、売却物件が前年同期を

下回ったため、トータルでは12億円余減少の２千万円余のプラスとなりました。財務活動によるキャッシュ・フロ

ーは、借入金を39億円余返済した結果、41億円余のマイナスとなり、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金

同等物残高は、前年同期比51億円余増加の255億円余となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期連結業績予想につきましては、第２四半期実績と同様に、工事消化のスピードが増しており、当期の業績

が、残る下半期の受注量や採算性に一定の影響を受けることとなります。従いまして、今後の業績動向は予断を許

さないものと判断されるため、現段階では、本年２月１０日に公表した業績予想に変更はありません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。    

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第２四半期連結会計期間より、平成24年４月１日

以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。 

  

②①以外の会計方針の変更 

 該当事項はありません。 

  

③会計上の見積りの変更 

 上記①と同様であります。 

  

④修正再表示 

 該当事項はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 15,416 25,561

受取手形・完成工事未収入金等 30,897 26,291

有価証券 20 20

販売用不動産 1,769 1,527

未成工事支出金等 3,512 3,299

不動産事業支出金 1,359 1,452

その他のたな卸資産 282 291

その他 5,075 5,364

貸倒引当金 △1,908 △586

流動資産合計 56,424 63,221

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 20,276 20,287

機械、運搬具及び工具器具備品 12,150 11,984

土地 15,902 15,631

その他 383 605

減価償却累計額 △24,105 △24,188

有形固定資産合計 24,608 24,319

無形固定資産 871 844

投資その他の資産   

投資有価証券 7,529 7,468

長期貸付金 1,076 1,084

その他 2,888 2,886

貸倒引当金 △1,816 △1,756

投資その他の資産合計 9,678 9,683

固定資産合計 35,158 34,847

資産合計 91,583 98,069

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 21,725 27,510

短期借入金 25,517 22,636

未払法人税等 274 141

未成工事受入金 4,741 7,166

引当金 742 817

その他 2,958 3,821

流動負債合計 55,960 62,095
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

固定負債   

長期借入金 1,429 338

再評価に係る繰延税金負債 1,351 1,334

引当金   

退職給付引当金 2,732 2,712

その他の引当金 72 80

引当金計 2,804 2,792

負ののれん 467 358

その他 2,851 3,156

固定負債合計 8,904 7,979

負債合計 64,865 70,074

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,158 5,158

資本剰余金 5,996 5,996

利益剰余金 15,703 17,271

自己株式 △117 △117

株主資本合計 26,740 28,308

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 82 109

土地再評価差額金 △640 △665

その他の包括利益累計額合計 △557 △555

少数株主持分 534 241

純資産合計 26,717 27,994

負債純資産合計 91,583 98,069
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高   

完成工事高 40,608 46,034

不動産事業売上高 4,509 1,488

その他の事業売上高 3,235 3,690

売上高合計 48,353 51,213

売上原価   

完成工事原価 38,059 42,549

不動産事業売上原価 4,243 1,054

その他の事業売上原価 2,871 3,076

売上原価合計 45,174 46,680

売上総利益   

完成工事総利益 2,548 3,485

不動産事業総利益 266 433

その他の事業総利益 363 614

売上総利益合計 3,179 4,533

販売費及び一般管理費 3,415 3,011

営業利益又は営業損失（△） △236 1,521

営業外収益   

受取利息 18 13

受取配当金 75 53

負ののれん償却額 113 109

その他 108 149

営業外収益合計 316 326

営業外費用   

支払利息 224 180

持分法による投資損失 16 46

その他 46 71

営業外費用合計 287 297

経常利益又は経常損失（△） △207 1,549

特別利益   

固定資産売却益 439 29

負ののれん発生益 － 288

貸倒引当金戻入額 157 －

その他 6 2

特別利益合計 603 320
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

特別損失   

固定資産除却損 9 44

投資有価証券評価損 52 5

賠償損失引当金繰入額 683 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 108 －

その他 65 4

特別損失合計 919 54

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△523 1,815

法人税、住民税及び事業税 61 111

法人税等還付税額 △21 －

法人税等調整額 16 3

法人税等合計 56 115

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△579 1,700

少数株主利益 8 23

四半期純利益又は四半期純損失（△） △588 1,677
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△579 1,700

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 10 26

持分法適用会社に対する持分相当額 0 0

その他の包括利益合計 11 27

四半期包括利益 △568 1,727

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △576 1,704

少数株主に係る四半期包括利益 8 23
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△523 1,815

減価償却費 568 518

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 108 －

負ののれん償却額 △113 △109

負ののれん発生益 － △288

貸倒引当金の増減額（△は減少） △292 △1,378

賞与引当金の増減額（△は減少） △24 0

工事損失引当金の増減額（△は減少） △116 57

賠償損失引当金の増減額（△は減少） 683 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5 7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6 △20

その他の引当金の増減額（△は減少） △30 17

受取利息及び受取配当金 △94 △67

支払利息 224 180

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 52 5

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 4 △2

固定資産売却損益（△は益） △390 △26

持分法による投資損益（△は益） 16 46

売上債権の増減額（△は増加） 3,989 4,603

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,564 353

その他の資産の増減額（△は増加） 833 △305

仕入債務の増減額（△は減少） 3,113 5,784

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,702 2,422

その他の負債の増減額（△は減少） △590 1,380

その他 31 45

小計 12,718 15,041

利息及び配当金の受取額 98 75

利息の支払額 △229 △179

損害賠償金の支払額 － △250

法人税等の支払額 △81 △244

法人税等の還付額 21 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,528 14,442
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △120 △30

定期預金の払戻による収入 120 130

有形固定資産の取得による支出 △99 △505

有形固定資産の売却による収入 1,185 402

無形固定資産の取得による支出 △13 △11

投資有価証券の取得による支出 △3 △1

投資有価証券の売却による収入 11 29

子会社の清算による収入 37 －

子会社株式の取得による支出 △17 △8

短期貸付金の増減額（△は増加） 89 △41

長期貸付けによる支出 △21 △28

長期貸付金の回収による収入 53 12

その他の支出 △23 △72

その他の収入 46 100

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,245 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △4,265 △3,289

長期借入金の返済による支出 △1,081 △681

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △132 △143

少数株主への配当金の支払額 △15 △14

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △22 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,519 △4,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,254 10,245

現金及び現金同等物の期首残高 12,155 15,303

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,409 25,548
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 該当事項はありません。    

   

前第２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日）  

①報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

                                       （単位：百万円） 

 （注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、福祉関連事業等を含んで

おります。  

  

②報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）  

 （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

③報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 特記事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
報告セグメント その他  

（注） 
合計

建設 不動産 計

売上高          

外部顧客への売上高  43,531  4,509  48,041  311  48,353

セグメント間の内部売上高
又は振替高  27  27  54  0  55

計  43,558  4,537  48,096  312  48,408

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
 △159  △49  △208  57  △151

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  △208

「その他」の区分の利益  57

セグメント間取引消去  △24

全社費用（注）  △60

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △236
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30日）  

①報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

                                       （単位：百万円） 

 （注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、福祉関連事業等を含んで

おります。  

  

②報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）  

 （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

③報告セグメントの変更等に関する事項  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第２四半期連結会計期間より、平成24年４月１日

以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税に基づく減価償却方法に変更しております。  

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、第２四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響額は

軽微であります。 

  

④報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（重要な負ののれん発生益） 

 「建設」セグメントにおいて、連結子会社である㈱興和の株式を追加取得した。当該事象による負ののれん発生

益の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては 百万円であります。 

  

 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

  
報告セグメント その他  

（注） 
合計

建設 不動産 計

売上高          

外部顧客への売上高  49,463  1,488  50,951  261  51,213

セグメント間の内部売上高
又は振替高  134  31  165  0  165

計  49,597  1,519  51,116  262  51,379

セグメント利益  1,373  163  1,536  57  1,594

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  1,536

「その他」の区分の利益  57

セグメント間取引消去  △24

全社費用（注）  △48

四半期連結損益計算書の営業利益  1,521

288

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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（１） 四半期貸借対照表 

４．［参考］四半期個別財務諸表

  （単位：百万円）

  
当第２四半期会計期間末

  
（平成24年６月30日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成23年12月31日） 

資産の部      

流動資産      

現金及び預金  12,563  7,523 

受取手形及び完成工事未収
入金等  17,762  18,146 

販売用不動産  629  686 

未成工事支出金等  2,376  2,223 

不動産事業支出金  1,413  1,319 

その他  3,992  3,555 

貸倒引当金  △542  △1,832 

流動資産合計  38,195  31,621 

固定資産      

有形固定資産  10,071  10,482 

無形固定資産  36  43 

投資その他の資産  11,194  11,145 

固定資産合計  21,303  21,671 

資産合計  59,499  53,293 
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（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュ

    ー対象ではありません。 

  （単位：百万円）

  
当第２四半期会計期間末

  
（平成24年６月30日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成23年12月31日） 

負債の部      

流動負債      

支払手形・工事未払金等  17,879  13,048 

短期借入金  16,064  17,050 

未払法人税等  42  66 

引当金  640  615 

その他  7,869  5,439 

流動負債合計  42,496  36,220 

固定負債      

長期借入金  －  983 

退職給付引当金  1,671  1,707 

その他  1,127  1,112 

固定負債合計  2,799  3,803 

負債合計  45,295  40,023 

純資産の部         

株主資本         

資本金   5,158   5,158 

資本剰余金   5,996   5,996 

利益剰余金   2,416   1,495 

自己株式   △116   △116 

株主資本合計   13,453   12,533 

評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額金   98   82 

土地再評価差額金   651   653 

評価・換算差額等合計   750   735 

純資産合計   14,203   13,269 

負債純資産合計   59,499   53,293 
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（２）四半期損益計算書（第２四半期累計期間） 

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュ 

    ー対象ではありません。 

  

  （単位：百万円）

  
前第２四半期累計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年６月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年６月30日） 

売上高      

 完成工事高  24,400  27,277 

 不動産事業売上高  3,532  430 

売上高計  27,933  27,707 

売上原価      

 完成工事原価  23,557  25,589 

 不動産事業売上原価  3,401  358 

売上原価計  26,959  25,948 

売上総利益      

 完成工事総利益  842  1,687 

 不動産事業総利益  131  71 

売上総利益計  974  1,759 

販売費及び一般管理費  1,441  1,050 

営業利益又は営業損失（△）  △467  708 

営業外収益      

受取利息  12  8 

受取配当金  511  447 

貸倒引当金戻入額  －  57 

その他  19  42 

営業外収益計  543  556 

営業外費用      

支払利息  123  101 

その他  28  60 

営業外費用計  151  161 

経常利益又は経常損失（△）  △76  1,103 

特別利益      

固定資産売却益  50  2 

貸倒引当金戻入額  52  － 

その他  －  7 

特別利益計  103  10 

特別損失      

固定資産売却損  31  2 

固定資産除却損  1  29 

投資有価証券評価損  30  5 

賠償損失引当金繰入額  683  － 

特別損失計  746  37 

税引前四半期純利益又は税引前
四半期純損失（△）  △719  1,075 

法人税、住民税及び事業税  21  25 

法人税等調整額  △23  △3 

法人税等合計  △2  22 

四半期純利益又は四半期純損失
（△） 

 △717  1,053 
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平成24年12月期の個別受注高（平成24年１月１日～平成24年12月31日）  

   個別受注実績  

     （注）１ 受注高は、当該四半期までの累計額  

        ２ パーセント表示は、前年同四半期比増減率  

  

（参考）受注実績内訳                                    （単位：百万円、％） 

     （注）（ ）内のパーセント表示は、構成比率  

  

   個別受注予想  

  

   

５．補足情報

  受 注 高  

24年12月期第２四半期  31,842百万円 60.9％ 

23年12月期第２四半期  19,785 △24.8  

区    分 
平成23年12月期 

第２四半期 

平成24年12月期 

第２四半期 
比較増減 増減率 

建 

設 

事 

業 

建 

築 

官公庁 2,783 ( 14.1％) 2,244 (  7.1％) △539 △19.4

民間 10,262 ( 51.8  ) 17,195 ( 54.0  ) 6,932 67.6

計 13,046 ( 65.9  ) 19,439 ( 61.1  ) 6,393 49.0

土 

木 

官公庁 4,259 ( 21.5  ) 6,527 ( 20.5  ) 2,268 53.3

民間 1,834 (  9.3  ) 4,907 ( 15.4  ) 3,073 167.6

計 6,093 ( 30.8  ) 11,435 ( 35.9  ) 5,341 87.7

合 

計 

官公庁 7,042 ( 35.6  ) 8,771 ( 27.6  ) 1,729 24.6

民間 12,097 ( 61.1  ) 22,103 ( 69.4  ) 10,006 82.7

計 19,139 ( 96.7  ) 30,874 ( 97.0  ) 11,735 61.3

不 動 産 事 業 645 (  3.3  ) 967 (  3.0  ) 321 49.7

合    計 19,785 (100    ) 31,842 (100    ) 12,056 60.9

  受 注 高  

24年12月期予想  53,000百万円 11.3％ 

23年12月期実績  47,631 △10.1 
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